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茨木市立 耳原小学校 学力・体力向上ジャンプアップ計画

平成２８年１０月作成

今年度の結果と取り組みについて

○●国語●○
国語Ａ

（領域ごと）

①話すこと・聞くこと

概ね良好な結果であった。

②書くこと

課題が残る結果であった。

③読むこと

やや課題が残る結果であった。

④言語事項

やや課題が残る結果であった。

⑤関心・意欲・態度

該当設問なし

（問題形式）

①選択式

やや課題が残る結果であった。

②短答式

やや課題が残る結果であった。

③記述式

該当設問なし

（無解答率）

やや課題が残る結果であった。

（その他）

（１）全国学力・学習状況調査

国語Ｂ

（領域ごと）

①話すこと・聞くこと

概ね良好な結果であった。

②書くこと

課題が残る結果であった。

③読むこと

課題が残る結果であった。

④言語事項

該当設問なし

⑤関心・意欲・態度

該当設問なし

（問題形式）

①選択式

やや課題が残る結果であった

②短答式

該当設問なし

③記述式

課題が残る結果であった。

（無解答率）

やや課題が残る結果であった。

（その他）

分析

国語では、「話すこと・聞くこと」の領域において、正答率が全国平均に近く、概ね良好であった。こ

れは、一昨年度からの研究テーマである国語の「話し合い活動」の成果が徐々に出ているのではないかと

考えられる。しかし、「書くこと」の領域については、２年前まで全校で取り組んでいた「作文指導」の

成果により昨年度は全国平均を大きく上回っていたが、今年度はその成果が反映されず課題が残る結果で

あった。「読むこと」についても、やや課題が残る結果となった。「言語事項」については、漢字領域では

音読みの読み書きは比較的できるが、送り仮名のある訓読み漢字の読み書きは苦手とする児童が大幅に増

えていることが分かった。

無解答率については昨年度と比べて大幅に上がっており、考えること、書くことを最初から諦める等の

意欲や向学心に欠ける児童が多いという課題が残った。
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○●算数・数学●○
算数・数学Ａ

（領域ごと）

①数と計算

やや課題が残る結果であった。

②量と測定

概ね良好な結果であった。

③図形

課題が残る結果であった。

④数量関係

課題が残る結果であった。

（問題形式）

①選択式

やや課題が残る結果であった。

②短答式

やや課題が残る結果であった。

③記述式

該当設問なし

（無解答率）

概ね良好な結果であった

（その他）

算数・数学Ｂ

（領域ごと）

①数と計算

やや課題が残る結果であった

②量と測定

概ね良好な結果であった。

③図形

概ね良好な結果であった。

④数量関係

やや課題が残る結果であった。

（問題形式）

①選択式

概ね良好な結果であった。

②短答式

やや課題が残る結果であった。

③記述式

やや課題が残る結果であった。

（無解答率）

概ね良好な結果であった。

（その他）

分析

算数Ａ問題において、「量と測定」領域である１㎡あたりの人数を求める問題では、全国平均を上回るこ

とができた。これは、昨年から取り組んでいる「シェーマ図／面積図を使い立式ができる指導」の成果が

出ていると考える。また、１より小さい数で割ると商はどうなるかという問題でも全国平均を上回り、わ

り算の概念を理解している児童が多いことが伺える。しかし、一方で、「数と計算」領域の計算問題では、

末尾の位のそろっていない小数の足し算問題で、小数点を揃えて計算ができていない児童が多く、全国平

均と比較しても低い正答率となっている。計算問題の練習量を増やしていく必要がある。

算数Ｂ問題でも、「単位量あたりの大きさ」を扱う問題では全国平均に近い数字で、大阪府平均を上回っ

ており、算数Ａ同様、この分野の力が伸びていることが分かる。しかし、理由を書く記述式の問題が全国

平均よりも低く、国語の「書くこと」と連動して、自分の考えを「書くこと」に課題がある結果となった。

算数全体的には、全国との比較で考えた場合、算数Ａの基礎問題に関しては、昨年度よりも平均正答率

は下がったが、Ｂ問題では逆に上がるという結果になった。無解答率はどの設問も高く、粘り強くあきら

めずに課題に立ち向かう力が弱いところが国語同様に見られた。
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○●経年比較●○

○●取り組み●○

全体的な傾向についての分析

平成２１年度を境に本校では、徐々に下降気味

の結果が続いていたが、今年度も昨年を下回る平

均正答率になった。しかしながら、国語Ａと算数

Ｂの正答率が昨年より上昇したのは、明るい材料

である。

しかし、全国平均との差はまだあり、学校ぐる

みでの確実な学力向上の施策が必要である。

学力高位層と学力低位層についての分析

昨年度に比べ正答率４０％以下の学力低位層が

増加した。逆に、正答率８０％の学力高位層が増

え、学力の二極化が起きている。高位層が増えて

いることは喜ばしいことだが、低位層の底上げが

喫緊の課題であり、高位層を伸ばし、低位層を底

上げするという課題に取り組む必要がある。また、

無解答率も年々上昇傾向にあり、あきらめない力

を育む教育が必要である。

学力向上に関する取り組み

重点課題

① 話し合いを深め、問題解決へとつなげる。

② 自主的・意欲的に将来に目を向け、学習する習慣を身につける 。

③ 社会や地域に関心を持ち、社会性を身につける。

具体的

課題

学習事項の定着

① 基礎基本の学力を身につける

② 問題の意味を理解し、最後までじっくり問題と向き合う

③ 資料や文章を要約する力を身につける

④ 自分の考えをうまく表現する(話す)力をつける

⑤ 作文の構成を考え、筋道をたてた文章が書ける

学び力

① 家庭学習の習慣をつける

② 家庭学習の学習時間を増やす

③ 学習に意欲的に取り組む

④ 自分で課題を立てて、自主勉強する力を伸ばす

⑤ 国語や算数の学習が好きだと思う子どもを増やす

自分力

① 努力の末に得る達成感を感じさせる

② 自尊感情を高める

③ 基本的な生活習慣（早寝・家庭学習・学習準備等）を身につける

④ 学校生活のきまりや学習ルールを守る

⑤ 掃除や当番活動に責任を持つ

つながり力
① 協力して活動する力をつける

② 自分からあいさつができる子を増やす

ゆめ力

① 将来の夢や仕事、目標を持たせる

② 児童会・委員会活動・クラブ活動などの特別活動や総合的な学習

の時間で、自主的・自立的に学校の自治活動を進める
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○●子どもたちに育みたい力●○
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今年度の結果
これまでの推移

取り組み

・自尊感情の醸成（文化発表会・校内作品展等・きょうだい学年交流）

・基本的生活習慣の向上（生活アップ推進週間・登校支援）

・生活のきまり（学習ルールの徹底・耳原スタンダード）

・清掃活動（掃除キャンペーン）

・児童会活動（募金活動・応援団・委員会活動）責任と行動力の育成

・集団づくりプログラムの実施

・あいさつ運動（あいさつ推進キャンペーン）

・学校行事（運動会・文化発表会）

・キャリア教育の充実

分析

将来の夢をもっている児童（ゆめ力）が昨年度に比べ今年度は大きく増加した。５年生より日々の指導や大

学見学を行い、大学生から話を聞くことで視野が広がり自分の夢を見つけることが出来たのではないか。さら

にはキャンプや運動会、修学旅行などの学校行事を自分たちで作り上げてきたことによって物事を最後までや

りぬいたという実感と自信が身についたと思われる。今後も引き続き自分たちの力で作り上げていくという経

験をしていく必要がある。

地域行事の参加率、友達の話や意見を聞く、役に立つの項目（つながり力）は昨年度を大きく上回り高く全

国平均を大きく上回っている。これは委員会などの日々の学校生活の中で自主的に働き、人の役に立つ喜びを

知る機会が多かったからだと考えられる。さらには運動会ではダンスリーダーを決め、振りを考えてクラスメ

イトに教えることで相手の意見をしっかり聞くなどの項目が高いポイントに繋がったと考えられる。また、修

学旅行の平和報告会などの際、下の学年からの感想に触れたことで、人の役に立っているという自尊心が育ま

れたこともその要因だと思われる。今後も、自尊感情を高める取り組みを継続させ、日々の生活からキャリア

教育につなげていく必要がある。

さらに、宿題を毎日することや授業の予習や復習をしていない児童が多い結果を受け、日々の声かけや上記

の取り組みから自己肯定感を持って意欲的に活動する習慣がついたことで、同時に学習への意欲も高まってき

た。その結果、予習や復習をする児童が増加し、宿題の未提出もほとんどなくなった。引き続き、児童たちが

落ち着いて学習する時間をつくるよう学校・家庭が協力して指導していくことが大切である。

しかし全体を見ると昨年度を下回っており、それを課題として、引き続き学校としてキャリア教育に取り組

んでいく必要がある。

ゆめ力

つながり力

学び力

自分力
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○●体力●○

男子（小５） 女子（小５）

取り組み

・体育授業の充実

・校内研修の実施（体育）

・「子どもは風の子プロジェクト」の実施・・・・・休み時間に外で遊ぶ児童を増やす。

・「毎日運動」月間の実施

・体育授業での継続的な活動・・・・・なわとび、マラソンなど

・茨木っ子運動の実施の徹底

・泳力の推進

・水泳指導力の向上

（校内研修）

・体育スタンダード作成

・校内体力向上プロジェクトの実施・・・各学級の体育授業での茨木っ子運動、なわとびの導入

分析

女子に比べると男子が全体的に全国平均よりも低い結果となった。一方で女子は全国平均に近い結果が

多くソフトボール投げでは全国平均を大きく上回っている。

個々の種目で見ていくと握力、長座体前屈は男子女子ともに全国平均を下回っている。これは、筋力、瞬

発力や柔軟性の不足が考えられる。原因としては休み時間に、ドッジボールをしたり、教室にいたりするこ

とが多く、鬼ごっこなどの走る遊びが少ないことが考えられる。また普段からものを握る経験が不足してい

ることが影響していると考えられる。

しかし、その反面、ソフトボール投げは男子、女子ともに全国平均を超えている。これは前述した休み時

間におけるボール投げ運動の成果が出ていると考えられる。また、上体起こし、立ち幅跳びでも男子、女子

とも全国平均に近い数値を出している。

（２）全国体力・運動能力、生活習慣調査
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３年間の計画
（各校） （ブロック共通）

学力向上 体力向上 中学校ブロック連携

目

標
よく学び 力を合わせて活動できる子の育成

運動嫌いの子を減らし、

運動好きな子を増やす

目標に向かって最後まで努力できる

子どもを育てる

平
成
２
６
年
度

・基礎基本の定着

・耳原スタンダードの実施。

・ノート指導・作文指導の充実

・個に応じた指導の充実

・学習環境づくり(ユニバーサルな授業の充実)

・家庭学習の習慣・充実

・朝の学習時間の有効利用

・読書活動の活性化(読み聞かせ)

・授業研究推進(書く力・教科研修・障がい理解教育・

集団作り)

・基本的な生活習慣の定着(生活アップ習慣)

・挨拶運動の実施。

・登校支援・スタディールーム

・体育授業の充実

・校内研修の実施（体育）

・「子どもは風の子プロジェ

クト」の実施・・・休み時間

に外で遊ぶ児童を増やす。

・「毎日運動」月間の実施

・体育授業での継続的な活動

なわとび、マラソンなど

・茨木っ子運動の実施

・泳力の推進

・水泳指導力の向上

（校内研修）

・小中連携担当・学力担当者

会(月に１回程度)

・夏季研修会(集団づくり,班編

成の交流)

・授業で共通実践項目を実施

・旧小６担任の中学１年の授

業参観と交流（１学期）

・中学３年教師が各小学校の

６年の授業参観（１学期）

・英語教育推進担当者会議

・出前授業・参観

・合同授業研修(道徳)3学期

・各学校での5つの力の分析、報告

平
成
２
７
年
度

・基礎基本の定着

・耳原スタンダードの定着。

・ノート指導・作文指導の充実(雛型を)

・個に応じた指導の充実

・学習環境づくり(ユニバーサルな授業の充実)

・家庭学習の習慣・充実(自主学習の仕方を提案)

・朝の学習時間の有効利用

・読書活動の活性化(読み聞かせ)

・授業研究推進(書く力・教科研修・障がい理解教育・

集団作り・キャリア教育)

・基本的な生活習慣の定着(生活アップ習慣・登校支援)

・キャリア教育の系統表の活用

・兄弟学年交流を広げていく。

・集団作りプログラムの実施。

・体育授業の充実

・校内研修の実施（体育）

・「子どもは風の子プロジェ

クト」の実施・・・休み時間

に外で遊ぶ児童を増やす。

・「毎日運動」月間の実施

・体育授業での継続的な活動

なわとび、マラソンなど

・茨木っ子運動の実施

・水泳指導力の向上

・授業研究推進

（水泳・陸上運動・器械運動）

・市内の研修の参加呼びかけ

平成26年度の取り組みの継承と深化

・5つの力の課題を克服する取

り組みと成果の中間報告

(共通する委員会で検討)

・1年間のなかで、旧小6担当

と中学3年担当による引継

ぎ強化(年に複数回の授業参

観、情報交換会を実施)

・2学期末に5つの力について

アンケート調査

・小中連携通信の発行

・校区内あいさつ運動

・言語活動の向上取り組み

平
成
２
８
年
度

・基礎基本の定着

・耳原スタンダードの定着。

・ノート指導・作文指導の充実(雛型を)

・個に応じた指導の充実

・学習環境づくり(ユニバーサルな授業の充実)

・家庭学習の習慣・充実(自主学習)

・朝の学習時間の有効利用

・読書活動の活性化(読み聞かせ)

・授業研究推進(書く力・教科研修・障がい理解教育・

集団作り・キャリア教育)

・基本的な生活習慣の定着(生活アップ習慣・登校支援)

・兄弟学年交流

・集団作りプログラムの実施。

・キャリア教育の充実

・体育授業の充実

・校内研修の実施（体育）

・「子どもは風の子プロジェ

クト」の実施・・・休み時間

に外で遊ぶ児童を増やす。」

・「毎日運動」月間の実施

・体育授業での継続的な活動

なわとび、マラソンなど

・茨木っ子運動の実施

・水泳指導力の向上

・授業研究推進

（水泳・陸上運動・器械運動）

・市内の研修の参加呼びかけ

・学年別到達度目標の活用

平成 26年度以降の取り組みの継承と

さらなる深化

・5つの力の課題克服に向けて

取り組んだ成果の交流

・3ヶ年のジャンプアッププランの総

括と新たなジャンプアッププラン

の構築

２


